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2018

  8
August

聴 き た い 歌 が  こ こ に あ る

美川憲一
徳永ゆうき

みんなの県民SONG！
～島根うた旅情編～特番

栄光のグループサウンズ
THE G.S独占放送！
ジャッキー吉川＆ブルー・コメッツ
ザ・ワイルドワンズ
パープル・シャドウズ
ザ・ゴールデン・カップス ほか

特番

五木ひろし
ミュージックビデオメイキング
VIVA・LA・VIDA! 
 ～生きてるっていいね！～

4カ月連続企画  第2弾！



美川憲一が全国を旅して、その土地の人々が愛する歌
「県民SONG」を徹底調査する音楽旅番組。シリー
ズ第9弾となる今回は若手演歌歌手·徳永ゆうきと一
緒に島根県を訪れます。島根の人々の心に刻まれた
思い出の一曲を人生のエピソードと共に聞いていきま
す。2人が歌唱披露する番組公開ライブも必見です。

栄光のグループサウンズ
THE G.S 独占放送！

8/25（土） 午後4時   
◆再放送 8/27（月）午後5時
8/18（土） 午後4時   

1960年代、ビートルズ旋風が吹き荒れ、若者文
化が開花した時代に爆発的なブームを巻き起こし
たグループサウンズ。あの日、あの時、あの感動を
もう一度!と題したライブを中野サンプラザで開催。
当時ではありえない組み合わせのメンバー構成とな
っており最高の夢のステージとなりました。このコ
ンサートツアーのスタートである中野サンプラザで
のライブの模様を独占放送! GSブームとは何か、
歴史を踏まえ、その当時の人気の理由に迫ります。
＜歌唱曲＞ ♪思い出の渚 ♪ブルー・シャトウ ♪夕陽が泣いている ほか

4カ月連続企画（7月～10月）  第2弾！

＜出演者＞ 美川憲一／徳永ゆうき
＜協力＞ 山陰ケーブルビジョン

みんなの県民ＳＯＮＧ！
～島根うた旅情編～

美川憲一＆徳永ゆうきが島根県で歌の旅をする！

今回の新曲は、生きることの素晴らしさ、「生きてるっていいね」という、なかにし
礼先生の想いを歌で表現した作品になっています。この曲を聴いたすべての
方々に元気を与えられるような、そういう気持ちを込めて歌いました。

6月都内某所、歌謡ポップスチャンネルの
プログラムガイド表紙撮影の際、五木さん
が愛犬チャチャとムームーと一緒に登場! 
かわいらしい2匹のおかげで、とても和やか
な雰囲気で撮影が行われました!

9月 シリーズ歌謡ロマン
 五木ひろしの歌人生を、名曲歌唱と本人のエピソードトークでたどる。
 ベストヒット演歌
 ヒット曲・代表曲をミュージックビデオを中心に紹介。

10月 五木ひろし2018最新コンサート

〈今後の放送予定〉
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◆再放送 8/20（月） 午後5時8/11（土・祝） 午後4時   
今年70歳を迎えた歌手·五木ひろしが新たな楽曲「VIVA·LA ·VIDA! ~生きてるっていいね!~」を8月リリース。
その新曲ミュージックビデオの撮影メイキングを中心に今回の楽曲づくりに密着!! 作詞なかにし礼、
作曲杉本眞人による生命と人生の素晴らしさをテーマにした壮大な曲を五木ひろしが歌います。

特集

＜出演＞
ジャッキー吉川&ブルーコメッツ
ザ·ワイルド·ワンズ
パープル·シャドウズ
ザ·ゴールデン·カップス ほか

五木ひろし
ミュージックビデオメイキング
VIVA・LA・VIDA!
 ～生きてるっていいね！～



Ⓒテレビ東京
氷川きよしがグッチ
裕三と繰り広げるバ
ラエティ番組。料理・
コント・トークなどに
挑戦し、氷川きよし
の色々な魅力と素顔
が発見できる番組。

ⒸNHK

今回は日本のシャンソンの第一人
者 越路吹雪。テレビ出演はほと
んどしなかったという越路の貴重
な映像をお届けします。

「いっつみい」の愛称で親しまれて
いた逸見政孝の司会でおくる、トー
クと音楽のバラエティーショー。

1988年から1991
年までNHKで放
送された若者向
けの音楽番組。

越路吹雪　
愛そして・・・・・
8/8（水） 午後4時 ほか

70年代に歌手デビューし、数多くのヒット曲を持つ太田裕美、庄野真代、渡辺真
知子の女性アーティストがオーケストラの演奏で名曲を披露する「オーケストラで
歌う青春ポップスコンサート」を独占放送！ それぞれの代表曲の歌唱はもちろん、
観客も一緒となって全員で歌うスペシャルステージをお届けします！
＜2018年7月16日開催／埼玉県朝霞市・朝霞市民会館＞

演歌・歌謡界で活躍する若手イケメン歌手の素顔を
暴く真相究明バラエティ！ 関係者から寄せられたタレ
コミ情報をもとに禁断の暴露トークを繰り広げます。

永遠にこの胸に刻まれるメロディー。伝説のロッカーたち
の音が、そして生き様が時代を超えて語り継がれる···。

宮本隆治がアシスタントの相田翔子とお届けする
演歌•歌謡曲情報バラエティ番組。

テレサ·テン、渡哲也登場!

#13 ゴダイゴ8/6（月） よる10時 ほか

ＣＭタイアップ、ドラマの主題歌、映画のサウンドト
ラックなど、当時のロックグループとしては特異な活
動を繰り広げたゴダイゴ。その名は日本だけにとどま
らず世界にとどろいた。しかし、
1985年に活動休止。2006年に再
始動するまで、長い沈黙期間に
入った。そのときゴダイゴに一体何
が起こったのか？ そして、再始動し
たゴダイゴのスピリットとは何か。
番組を通してひも解いていく。

＜出演者＞

川上大輔／徳永ゆうき／花見桜こうき
＜歌唱曲＞
♪パズルを解かないで／川上大輔
♪津軽の風／徳永ゆうき
♪忘れ傘／花見桜こうき

8/9（木）
午後4時30分 ほか  
#9

＜歌唱曲＞
♪シャボン玉の恋／川上大輔
♪さよならは涙に／徳永ゆうき
♪どんな言葉より抱きしめて／花見桜こうき

8/23（木）
午後4時30分 ほか  
#10

#45   南野陽子＆柳沢慎吾
8/7（火） 午後4時 ほか

#42   高嶋ちさ子＆ウド鈴木
8/17（金） 午後6時

ⒸNHK

#364   テレサ・テン ほか
8/9（木） 午後4時 ほか（テレビ東京放送日：1988年10月30日）

＜テレサ・テン 歌唱曲＞
♪想いで迷子 ♪つぐない ♪別れの予感

＜渡哲也 歌唱曲＞
♪くちなしの花 ♪友よ ♪風蕭蕭と＜歌唱曲＞♪サン・トワ・マミー ♪ラストダンスは私に ほか #365   渡哲也 ほか

8/23（木） 午後4時 ほか（テレビ東京放送日：1995年4月2日）

#9   荻野目洋子／柳沢慎吾
8/6（月） 

（NTV放送日：
1990年6月2日）

よる10時30分 ほか

#10   西田ひかる／南こうせつ
8/20（月） 

（NTV放送日：
1990年6月9日）

よる10時30分 ほか

ⒸNTV

（NHK放送日：2007年3月1日）

（NHK放送日：2006年11月30日）

（NHK放送日：
1976年3月21日）

ストーリーテラー 
吉田栄作

「恋芝居」「白い花」
をテーマにした名曲
をテレサ・テン、渡哲
也が歌い上げます。

ⒸNHK

GWINKO／聖飢魔Ⅱ／バブルガム・ブラザーズ ほか
8/10（金） （NHK放送日：

1989年8月26日）よる10時 ほか#21

谷村有美／UNICORN／大沢誉志幸 ほか
8/24（金） （NHK放送日：

1989年11月3日）よる10時 ほか#22

浅香唯が1989年のヒット曲を中心に紹介。

大槻ケンヂが1979年のヒット曲を中心に紹介。

8/8（水） よる10時 ほか  #4

8/22（水）よる10時 ほか  #4 

民謡歌手の父が歌うはずだったというデ
ビュー曲のエピソードや家族への思いを語りま
す。最新曲「天竜流し」もフルコーラスで披露。
＜歌唱曲＞♪南部蝉しぐれ ♪母ちゃんの浜唄 ♪天竜流し

デビュー以来、第一線でヒット曲を世に送り
出してきた伍代夏子。これまで様々な作詞・
作曲のヒットメーカーとの出会いがありました。
＜歌唱曲＞♪戻り川 ♪肱川あらし ♪宵待ち灯り

#143   福田こうへい
8/6（月） 午後4時 ほか

#144   伍代夏子
8/20（月） 午後4時 ほか

太田裕美 庄野真代 渡辺真知子
オーケストラで歌う青春ポップスコンサート

独占放送！

1974年「雨だれ」でデビュー。
「木綿のハンカチーフ」「九月の
雨」などのヒットを飛ばす。1975
年発売のアルバム「心が風邪を
ひいた日」が今、再び注目を浴
び、ネットチャートをにぎわす。

1976年「あとりえ」でデビュー。
「飛んでイスタンブール」「モンテ
カルロで乾杯」などが大ヒット。
今も褪せぬ軽やかな歌声と音
楽性が、大人が楽しめるポップ
スの歌い手として好評を集める。

1977年「迷い道」でデビュー。
日本のポップス・シーンに残る
数々のヒット曲を出す。レコー
ド大賞最優秀新人賞、他音楽
祭13賞受賞。昨年デビュー40
周年を迎えた。
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代
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子

それぞれ異なる時代にデビューし、ヒット曲を放ってきたアーティスト達が武部聡志の
鍵盤の元に集結した、一夜限りのアコースティックライブをお届けします。時を越える
名曲の数 を々お楽しみください。<2018年6月17日開催／神奈川県民ホール>　　

8/12（日） 午後5時   ◆再放送 8/24（金）  よる11時

WOWOW MUSIC Selection

TIMELESS SESSIONS
in YOKOHAMA  Produced by 武部聡志

藤井フミヤ・矢井田瞳・
yui (FLOWER FLOWER)・NakamuraEmi

8/26（日） 午後5時   

9月 シリーズ歌謡ロマン
 五木ひろしの歌人生を、名曲歌唱と本人のエピソードトークでたどる。
 ベストヒット演歌
 ヒット曲・代表曲をミュージックビデオを中心に紹介。

10月 五木ひろしコンサート2018 東京国際フォーラム



月
6・13・20・27

火
7・14・21・28

水
1・8・15・22・29

木
2・9・16・23・30

金
3・10・17・24・31

 土
4・11・18・25

 日
5・12・19・26

6
歌謡最前線 知里のミュージックエッセンスPartII 清水節子と大森あきらの歌恋綴り わが心の演歌 歌う！セールスマン OKINAWA MONDE W・ALKER

政経マネジメント塾とちぎ発！旅好き！
日本のこころ　ふるさとの歌 舞妓みらくる ※⑪山日和 6:55～舞妓

7
週刊カセット

演歌ベスト20

わが心の演歌 演歌女子。 60年代　
僕たちの青春ソングス

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

世界ローカルナビ 宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

若っ人ランドうた紀行
～懐かしい歌 彩る情景～

煌く日本の歌手
～わが心の演歌～ 歩きながらソング

8 時代を映す
名曲アルバム

宮本隆治の
歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

昭和スター列伝
②森繁久彌 ⑨近江俊郎
⑯加山雄三 ㉓遠藤実

㉚霧島昇
時代を映す名曲アルバム

昭和スター列伝
⑤森繁久彌 ⑫近江俊郎
⑲加山雄三 ㉖遠藤実

9
インフォメーション 60年代　

僕たちの青春ソングス
うた紀行

～懐かしい歌 彩る情景～

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

聴かせて！
あなたのリクエスト　

視聴者が選ぶ
人気曲ランキング

週刊カセット
演歌ベスト20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

インフォメーション

10 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０11 車で旅する歌謡曲

12
煌く日本の歌手～わが心の演歌～ NHK歌謡コンサート 特選！ ヒット演歌 ◇インフォ

インフォメーション

演歌売れ筋
ランキング

インフォメーション

1
ベストヒット演歌 

①⑮㉚石原詢子 ②⑯㉛坂本冬美 ③⑰北山たけし ⑥⑳前川清 ⑦㉑島津亜矢 ⑧㉓森昌子 1:30～山本譲二
⑨㉔松前ひろ子 1:30～増位山太志郎 ⑩㉗小林幸子 ⑬㉘竹島宏 ⑭㉙吉幾三 ㉒演歌男子。2018

歩きながらソング

インフォメーション

2 オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

演歌売れ筋
ランキング

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

週刊カセット
演歌ベスト20

ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０

聴かせて！
あなたのリクエスト　

視聴者が選ぶ
人気曲ランキング

インフォメーション

3
懐メロ♪ 

ドライブミュージック
～北海道編～

4
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

⑦⑭きよしとこの夜
㉑㉘NHK歌謡コン
サート

昭和スター列伝
①遠藤実 

㉒㉙越路吹雪
⑧⑮ビッグショー 

越路吹雪

演歌の花道 ベストヒット演歌
③島津亜矢

⑩⑰演歌男子。2018
㉔㉛演歌女子。2018

④水森かおりメモリアルコ
ンサート 
5:30～ わが心の演歌
⑪五木ひろし ミュージック
ビデオメイキング
4:30～五木ひろしコンサート
⑱栄光のグループサウンズ 
THE G.S
㉕みんなの県民ＳＯＮＧ！
～島根うた旅情編～
5:00～ビッグショー 島倉千代子

ジャスト
ポップアップ大鵬薬品スペシャル

「スクープ！演歌男子。」インフォメーション

5
⑥五木ひろし 歌って走って30年
6:00～NHK歌謡コンサート
⑬水森かおり
メモリアルコンサート 
6:30～わが心の演歌
⑳五木ひろし 
ミュージックビデオメイキング 
5:30～演歌の花道 
6:00～オリコン スペシャル2018 
上半期トップ50(～10:00)
㉗栄光のグループサウンズ 
THE G.S

わが心の演歌 
⑤クロスカヴァー・ソングショー
⑫WOWOW MUSIC Selection　 
TIMELESS SESSIONS in 
YOKOHAMA 
Produced by 武部聡志 
6:00～ クロスカヴァー・ソング
ショー ⑲レッツゴーヤング
6:30～ 夜も一生けんめい。
㉖太田裕美・庄野真代・渡辺
真知子  オーケストラで歌う
青春ポップスコンサート
6:30～ 懐メロ♪～マリンロード編～

インフォメーション

6 ＵＳＥＮ 
演歌ランキング

トップ２０
演歌売れ筋
ランキング

オリコン
演歌＆歌謡
トップ20

きよしとこの夜
ビッグショー 

越路吹雪
昭和スター列伝

④遠藤実㉕越路吹雪インフォメーション

7 演歌の花道
大鵬薬品スペシャル

「スクープ！演歌男子。」
宮本隆治の

歌謡ポップス☆一番星
～演歌・歌謡曲情報バラエティ～

しゃべくりDJ 
ミュージックアワー！！ 

⑤㉖大槻ケンヂ ⑫⑲浅香唯歩きながらソング

8
60年代 僕たちの青春ソングス

ＤＡＭ演歌
カラオケ新曲
ベストテン

⑫⑲永遠のロッカーたち 
ゴダイゴ

～名曲プレイリスト～
⑤上田正樹特集 ㉖ゴダイゴ特集

僕たちの青春ソングス ツメ折り！
カセットソング

9 70's 80's JUKEBOX ～カテゴリ別名曲プレイリスト～ 夜も一生けんめい。

10

⑥⑬永遠のロッカーたち 
ゴダイゴ 

⑳㉗永遠のロッカーたち
～名曲プレイリスト～ ツメ折り！

カセットソング

しゃべくりDJ 
ミュージックアワー！！　
①㉒㉙大槻ケンヂ

⑧⑮浅香唯

永遠のロッカーたち ジャスト
ポップアップ

大鵬薬品スペシャル
「スクープ！演歌男子。」

レッツゴーヤング
夜も一生けんめい。

永遠のロッカーたち～名曲プレイリ
スト～②加瀬邦彦⑨かまやつひろし
⑯りりィ㉓ザ・ゴールデン・カップス
㉚GARO

演歌女子。

11 70年代女性アイドルソング ベストテン
①柏原芳恵 ②菊池桃子 ⑥⑯㉒㉘松本伊代 ⑦⑬㉓㉙堀ちえみ ⑧⑭⑳㉚早見優 ⑨⑮㉑㉗本田美奈子

③⑰クロスカヴァー・ソングショー 
⑩伊藤銀次・杉真理・
サーカス・庄野真代　
LIVE Light Mellow Vol.1
㉔WOWOW MUSIC Selection　
TIMELESS SESSIONS in 
YOKOHAMA 
0:00～クロスカヴァー㉛レッツゴー
ヤング 0:30～夜も一生けんめい。

週刊カセット
演歌ベスト20

70年代女性アイドル ベストテ
ン⑤桜田淳子⑫石野真子 
80年代女性アイドル⑲河合奈
保子ベストテン ㉖柏原芳恵

0 懐メロ♪ ドライブミュージック ～南東北編～ Part2
※①②甲信越編 Part2

懐メロ♪ ドライブミュージック
～ミッドナイト ハイウェイ編～

ツメ折り！
カセットソング

1
僕たちの青春ソングス ベストヒット演歌

④島津亜矢 ⑪⑱演歌男子。
2018 ㉕演歌女子。2018

ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～
※㉗懐メロ♪～南関東編～(～2:30) ナンデモ特命係 発見らくちゃく！ 政経マネジメント塾

※⑧㉒たけおの鹿児島全力たび 目撃者ｆ ※②㉚郷土劇場
※⑯㉓2:00～ virtual trip 

2:15～ 山日和
きらり九州めぐり逢い

※⑩㉔郷土劇場
70's80's 

JUKEBOXシリーズ
Ｂ面コレクション

ハワイ・ローカルトーク OKINAWA MONDE W・ALKER

2 原日出子の京さんぽ
煌く日本の歌手～わが心の演歌～
※㉕ぐっ！ジョブ～九州ゲンキ主義経済～ 
2:25～ ハワイ・ローカルトーク (～2:35)クロ女子白書 さつま狂句 世界ローカルナビ ※②山日和 2:25～舞妓※⑯舞妓 さつま狂句

インフォメーション 車で旅する歌謡曲※㉕2:35～クロ女子白書 懐メロ♪～北関東編～

2018
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[  番組表  ]

演歌おすすめ番組

懐かしおすすめ番組
マークは同時に複数の音声を放送している音声多重放送の

番組です。※番組は深夜3時にて放送終了します。※番組表の
歌手名はオリジナル歌手名であり、お手本ボーカルの歌手とは
異なります。※番組は予告無く変更、または休止する場合がご
ざいます。予めご了承ください。
※8/28 深夜0:00～8:00 スカパー(CS110)329ch 停波

PHS・IP電話のお客様は、
045-522-6648
受付時間：午前9時～午後6時

（年中無休※年末年始を除く）

歌謡ポップスチャンネル カスタマーセンター
おー いいな ミュージック

0570-017-329
http://www.kayopops.jp/

お問い合わせ
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